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1. 平成22年12月期第３四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日）

 (1) 経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第３四半期 5,715 14.8 341 124.7 362 97.0 171 113.0

21年12月期第３四半期 4,978 ─ 151 ─ 183 ─ 80 ─

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

22年12月期第３四半期 10.15 ─

21年12月期第３四半期 4.76 ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第３四半期 10,810 9,173 84.9 542.31

21年12月期 11,182 9,108 81.5 538.47

(参考) 自己資本 22年12月期第３四半期 9,173百万円 21年12月期 9,108百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ─ 3.00 ─ 3.00 6.00

22年12月期 ─ 3.00 ─

22年12月期(予想) 3.00 6.00

3. 平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,000 2.1 190 18.0 210 5.5 100 3.1 5.91



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・

手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、(添付資料)４ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期３Ｑ 17,955,000株 21年12月期 17,955,000株

② 期末自己株式数 22年12月期３Ｑ 1,038,892株 21年12月期 1,038,723株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期３Ｑ 16,916,216株 21年12月期３Ｑ 16,916,328株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、経済政策の効果等による企業収益の改善や、個人消費の

持ち直しが見え始めましたが、依然として雇用情勢は厳しく、海外景気の下振れ懸念や円高・株安の影響
などにより景気が下押しされるリスクが存在し、厳しい状況で推移いたしました。  
 このような環境のもと、当社は社内組織体制を開発から生産および販売まで統制された事業部に再編
し、お客様の要望に迅速に対応できる体制を作り、お客様目線の事業経営に取り組み顧客満足度の向上に
努めてまいりました。  
 減速機関連事業においては、当社の得意な特殊減速機の設計と生産を迅速に進め、「お客様の理想をカ
タチに」をコンセプトに差別化した製品開発とより確かなモノづくりを行い、収益体質への事業構造改革
を進めてまいりました。  
 駐車場装置関連事業においては、主力製品であるパズルタワーの販促活動を重点的に行い、安定した受
注と収益の確保に努めてまいりました。  
 室内外装品関連事業においては、主力製品のスライディングドアシリーズの製品改良と納期短縮を図
り、また、新たなビジネスモデルとして新製品「パネルルーバー」の市場導入と販促活動により受注獲得
に努めてまいりました。  
 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,715百万円(前年同期比14.8%増)、営業利益は341百万円
(前年同期比124.7%増)、経常利益は362百万円(前年同期比97.0%増)、四半期純利益は171百万円(前年同期
比113.0%増)となりました。  
 なお、事業部門別業績は次のとおりであります。  
  
［減速機関連事業］ 

  
設備投資が低調に推移する中、首都圏で開催された産業機械向け展示会に出展し、技術関係者との交流

を図り、製品認知度の向上に努めたことにより、売上高は1,993百万円(前年同期比21.0%増)となりまし
た。営業損益につきましては、生産性の向上や原価低減に努めたものの、展示会等の販促費用の増加もあ
り、４百万円の損失(前年同期は135百万円の損失)となりました。 

  
［駐車場装置関連事業］ 

  
主力製品であるパズルタワーについては、当期より工事進行基準を適用したことに加え、計画を上回る

工事の進捗がありました。また保守ならびに改造・改修工事も堅調に推移したことにより、売上高は
3,226百万円(前年同期比18.0%増)となりました。営業利益につきましては、売上高の増加に加えて、継続
的な原価低減に努めた結果349百万円(前年同期比44.5%増)となりました。 

  
［室内外装品関連事業］ 

  
公共投資が低調に推移するなど、厳しい事業環境が続く中、新製品「パネルルーバー」を市場投入いた

しましたが、各種スライディングドアシリーズの受注が減少したことにより、売上高は494百万円(前年同
期比17.1%減)となりました。営業損益につきましては、生産性の向上や原価低減に努めましたが、受注減
少による固定費負担が増加し４百万円の損失(前年同期は45百万円の利益)となりました。 

  

  

  
[資産] 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ372百万円減少し10,810百万円となりまし
た。 
流動資産は、主に現金及び預金が800百万円、受取手形及び売掛金が186百万円増加した一方で、未成工

事支出金が987百万円、ファクタリング債権を含む未収入金等のその他流動資産が195百万円減少したこと
などにより、前事業年度末に比べ185百万円減少し、7,256百万円となりました。 
固定資産は、有形固定資産が減価償却等により92百万円、保有株式の株価下落等により投資有価証券が

59百万円、また長期貸付金が30百万円減少したことなどにより、前事業年度末に比べ186百万円減少し、
3,554百万円となりました。 
  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況
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[負債] 
  
当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ437百万円減少し、1,636百万円となりました。
流動負債は、主に、未払法人税等が53百万円増加した一方で、駐車場工事に係る前受代金等のその他流

動負債が457百万円、支払手形及び買掛金が57百万円減少したことなどにより、前事業年度末に比べ429百
万円減少し1,344百万円となりました。 
固定負債は、主に役員退職慰労引当金が８百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ７百万円減

少し291百万円となりました。 
  

[純資産] 
  
当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ64百万円増加し9,173百万円となりました。 
これは主に、その他有価証券評価差額金が５百万円減少した一方で、利益剰余金が70百万円増加したこ

とによるものであります。 
なお、自己資本比率は前事業年度末に比べ3.4ポイント増加し84.9%となり、１株当たり純資産額は前事

業年度末に比べ３円84銭増加し542円31銭となりました。  

  

  
当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
現金及び現金同等物(以下「資金」という)の第３四半期会計期間末残高は、3,796百万円(前事業年度末

2,996百万円)となりました。 
これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が800百万円増加したことに

よるものであります。 
なお、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 
  

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 
  
営業活動による資金は、903百万円の増加(前第３四半期累計期間は216百万円の増加)となりました。 
これは主に、売上債権の増加額401百万円、法人税等の支払額84百万円等による減少があった一方で、

税引前四半期純利益306百万円、減価償却費112百万円、たな卸資産の減少額979百万円等による増加があ
ったことによるものであります。 
  

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 
  
投資活動による資金は、０百万円の減少(前第３四半期累計期間は27百万円の減少)となりました。 
これは主に、貸付金の回収による収入30百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出31百万

円があったことによるものであります。 
  

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 
  
財務活動による資金は、103百万円の減少(前第３四半期累計期間は101百万円の減少)となりました。 
これは主に、株主配当金の支払があったことによるものであります。 

  

  
当第３四半期累計期間の業績は、駐車場装置関連事業において機械式駐車場が計画を上回る工事の進捗

があり、第４四半期会計期間に計画していた売上高の一部が前倒しで計上されたことなどにより、年初計
画を上回りましたが、景気の先行きは海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動、雇用情勢の悪化懸念
など、景気を下押しするリスクが存在し、経営環境は予断を許さない状況が続くものと思われます。ま
た、当第３四半期累計期間において保有有価証券の時価下落に伴う投資有価証券評価損(特別損失)を計上
しておりますが、第４四半期会計期間における株価の動向により特別損失の計上額が変動する可能性があ
ります。 
これらの状況を踏まえ、通期の業績予想については、現時点では平成22年２月10日の決算発表時に公表

した業績予想に変更はありません。 

  

② キャッシュ・フローの状況

(3) 業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法
によっております。 

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の
発生状況に著しい変化が無いと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、第１四半期会計期間に着手した
工事契約から、当第３四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい
ては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適
用しております。 
 この結果、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間において売上高は44,896千円増加し、営業利
益、経常利益及び税引前四半期純利益が4,351千円それぞれ増加しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,796,779 2,996,043

受取手形及び売掛金 1,785,641 1,598,708

製品 40,366 56,239

仕掛品 447,763 443,028

未成工事支出金 178,394 1,165,776

原材料及び貯蔵品 383,216 363,903

その他 631,470 826,742

貸倒引当金 △7,542 △8,719

流動資産合計 7,256,089 7,441,722

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,300,937 2,294,889

減価償却累計額 △1,476,047 △1,437,733

建物（純額） 824,890 857,155

機械及び装置 1,984,944 1,994,781

減価償却累計額 △1,738,463 △1,696,856

機械及び装置（純額） 246,481 297,925

土地 1,557,896 1,557,896

建設仮勘定 － 11,531

その他 844,329 822,887

減価償却累計額 △764,098 △745,730

その他（純額） 80,230 77,156

有形固定資産合計 2,709,498 2,801,665

無形固定資産 25,766 32,767

投資その他の資産   

投資有価証券 378,455 437,865

長期貸付金 202,000 232,000

その他 243,291 241,594

貸倒引当金 △4,906 △4,996

投資その他の資産合計 818,841 906,463

固定資産合計 3,554,106 3,740,896

資産合計 10,810,196 11,182,619
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 927,866 985,135

未払法人税等 103,162 50,099

引当金 82,436 49,800

その他 230,939 688,806

流動負債合計 1,344,404 1,773,840

固定負債   

退職給付引当金 243,672 240,415

役員退職慰労引当金 36,391 45,031

その他 11,921 14,370

固定負債合計 291,984 299,817

負債合計 1,636,389 2,073,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,507,500 2,507,500

資本剰余金 3,896,953 3,896,954

利益剰余金 3,008,548 2,938,424

自己株式 △197,717 △197,685

株主資本合計 9,215,285 9,145,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41,478 △36,232

評価・換算差額等合計 △41,478 △36,232

純資産合計 9,173,806 9,108,960

負債純資産合計 10,810,196 11,182,619
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,978,702 5,715,026

売上原価 4,248,584 4,748,184

売上総利益 730,118 966,841

販売費及び一般管理費 578,246 625,628

営業利益 151,871 341,213

営業外収益   

受取利息 7,734 5,536

受取配当金 4,778 4,941

投資有価証券割当益 － 4,535

その他 19,637 7,350

営業外収益合計 32,150 22,363

営業外費用   

支払利息 28 －

支払補償費 － 1,196

租税公課 46 －

その他 － 1

営業外費用合計 74 1,197

経常利益 183,948 362,379

特別利益   

固定資産売却益 － 80

貸倒引当金戻入額 1,106 1,267

製品保証引当金戻入額 － 528

特別利益合計 1,106 1,875

特別損失   

固定資産売却損 － 7

固定資産除却損 743 2,936

たな卸資産評価損 25,019 －

投資有価証券評価損 － 55,182

特別損失合計 25,763 58,126

税引前四半期純利益 159,291 306,129

法人税、住民税及び事業税 102,272 146,379

法人税等調整額 △23,568 △11,871

法人税等合計 78,704 134,508

四半期純利益 80,587 171,621
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 159,291 306,129

減価償却費 137,730 112,916

貸倒引当金の増減額（△は減少） 978 △1,267

引当金の増減額（△は減少） 37,810 32,636

退職給付引当金の増減額（△は減少） 794 3,256

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,049 △8,640

受取利息及び受取配当金 △12,512 △10,477

投資有価証券割当益 － △4,535

支払利息 28 －

固定資産除却損 743 2,936

投資有価証券評価損益（△は益） － 55,182

売上債権の増減額（△は増加） 649,115 △401,027

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,760 979,205

仕入債務の増減額（△は減少） △402,808 △51,112

その他 △96,573 △37,078

小計 308,887 978,125

利息及び配当金の受取額 12,756 10,586

利息の支払額 △28 －

法人税等の支払額 △105,364 △84,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,251 903,840

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,718 △31,788

無形固定資産の取得による支出 △13,134 △290

投資有価証券の取得による支出 △5,160 －

貸付金の回収による収入 30,000 30,000

その他 2,219 2,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,793 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △99,569 △100,556

その他 △1,945 △2,481

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,515 △103,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,942 800,735

現金及び現金同等物の期首残高 2,655,775 2,996,043

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,742,718 3,796,779
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 事業部門別の業績 

 前第３四半期累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
  

 
  

 当第３四半期累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 
  

 
  
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な製品 

 (1) 減速機関連事業…………………減速機、シャッタ開閉機、電動シャッタ水圧開放装置 

 (2) 駐車場装置関連事業……………機械式立体駐車装置 

 (3) 室内外装品関連事業……………可動間仕切等 

   ３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ４．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

添付資料 2.その他の情報 (2)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要に記載のとおり、請負工事

に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積

りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。  

 この結果、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間において駐車場装置関連事業で売上高は44,896千

円、営業利益は4,351千円増加しております。 

  

  

4. 補足情報

項目
減速機 

関連事業 
（千円）

駐車場装置 
関連事業 
（千円）

室内外装品 
関連事業 
（千円）

計 
（千円）

消去又は全社 
（千円）

合計 
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,648,346 2,733,951 596,403 4,978,702 ─ 4,978,702

(2)事業部門間の内部売上高 
   又は振替高

103,297 ─ ─ 103,297 (103,297) ─

計 1,751,644 2,733,951 596,403 5,081,999 (103,297) 4,978,702

 営業費用 1,887,639 2,491,935 550,553 4,930,127 (103,297) 4,826,830

 営業利益又は営業損失（△） △135,994 242,016 45,850 151,871 ─ 151,871

項目
減速機 

関連事業 
（千円）

駐車場装置 
関連事業 
（千円）

室内外装品 
関連事業 
（千円）

計 
（千円）

消去又は全社 
（千円）

合計 
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,993,860 3,226,824 494,341 5,715,026 ─ 5,715,026

(2)事業部門間の内部売上高 
   又は振替高

48,336 ─ ─ 48,336 (48,336) ─

計 2,042,196 3,226,824 494,341 5,763,363 (48,336) 5,715,026

 営業費用 2,046,738 2,877,031 498,380 5,422,149 (48,336) 5,373,813

 営業利益又は営業損失（△） △4,541 349,793 △4,038 341,213 ─ 341,213
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